
２０２０年７月～９月 ｍｉｌｕｍｏ(みるも) メディアガイド 

【広告に関するお問い合わせ先】 

〒140-0013  
東京都品川区南大井1-2-8 グランベル南大井1階      
株式会社ＦａｓＴ（ファスト） 営業部  
TEL：03-6404-6425 FAX：03-6404-6426                                 
Email  info@fast-ltd.jp  担当：壷屋（つぼや） 

https://www.milumo.jp/ 
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ｍｉｌｕｍｏ（みるも）について 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

みるもオリジナル情報コンテンツ内容の一例 
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メガネに関する様々な観点から、みるも独自の視点で消費者へ「メガネ」を啓蒙する、ためになる＆楽しい情報を発信中です！ 

◎みるもコラム 
メガネにまつわる日常の事柄をメガネを
愛するライターによる独特の観点から表
現したコラム集 

◎みるも購入ガイド 

正解に辿り着くのがなかなか難しいメガネ
選び。ここだけは抑えておきたいポイント
をまとめています。 

◎メガネの通販ってどうなの？ 
ついにメガネをインターネットで買える時
代がやってきた！？マジメなメガネの通販
のお話。 

◎レンズについてページ 

店員に任せきりにしがちなメガネレンズに
ついて、必要最小限の選び方のポイントな
どをチェック。 

◎みるもマイスター 

メガネの気になるコトを、その道のプロ
に聞いてみました。皆さんの悩みや疑問
を解消するひとつの参考に！ 

◎みるもサングラス特集 ◎みるもラグジュアリー ◎みるもセレクト 

度付きサングラスを作る上でのポイント
を指南します。サングラスの基本的な知
識や情報も紹介します。 

高級感溢れるフレームや、完全ハンドメ
イドの希少な商品など、価格重視とは対
局にある逸品を紹介 

フレームやレンズ以外のメガネ関連商品
を紹介します。ケース、クリーナー、
チェーン、メガネ拭き等 

ｍｉｌｕｍｏ（みるも）について 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

様々なターゲットへ向けた“milumo”ネットワークをご活用頂けます 

ｍｉｌｕｍｏ(みるも)メディアネットワーク 
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3,500 
いいね！ 

500 
フォロワー 

“メガネ”関連に特化した強力なSEO
環境を発揮し、プロモーションを 

共有します！ 

milumo 
公式Facebook 

milumo 
公式Twitter 

メガネ検索サイト
milumo 

ビジネスサイト
milumoBiz 

知識まとめサイト 
みんなのナレッジボード 
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ｍｉｌｕｍｏ(みるも)広告サービスについて 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

ヘッダー 

 

「みるも」のヘッダー部分に表示されます。 

「みるも」内のほぼすべてのページに常時表示されます。 

注目トピック ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥15,000 
掲載場所 ヘッダー 
表示形式 固定 
掲載期間 ２週間 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

【備考】 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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AD 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

トップページ 

 

商品やイベントなどのアイコンでアイキャッチさせたうえで、 

専用のニュースページへ誘導しアプローチできます。 

みるもＮＥＷＳ ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ４枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 トップページ 
表示形式 固定 
掲載期間 ２週間 

サイズ ー 

原稿仕様 

形式 ニュースページ使用 

容量 
ー 

ＡＬＴテキスト ー 

リンク先 みるも内ニュースページ 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

【眼鏡関連業界限定】 
メガネ・レンズ・サングラス・展示会関連      
その他付随カテゴリ以外は、掲載不可となります。 

※メガネやサングラスに関わる商材であればご相談承ります。個別にお問い合わせください。 

専用ニュースページへ誘導します。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

トップページ 

 

ニュースに引き続いてのテキスト広告を掲載することで、 

ユーザーへの刷り込み効果を期待できます。 

トップＰＲテキスト ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ５枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥3,000 
掲載場所 トップページ 
表示形式 固定 
掲載期間 ３週間 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

トップページ 

 

おすすめアイテムに続いているトピックス枠を効果的に 

利用することで、ユーザーにアプローチしやすくなります。 

 ｍｉｌｕｍｏトピックス ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ５枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥2,000 
掲載場所 トップページ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

トップページ 

 

おすすめフレームに続くバナー広告によるブランディングや 

プロモーションに最適な広告商品です。 

トップハーフバナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ２枠各無制限 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 トップページ 
表示形式 ローテーション 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ ヨコ１９１×タテ６７pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

10 

AD AD 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

トップページ 

 

ハーフバナーよりもビジュアル的にアプローチしたい場合に 

最適なサイズの広告商品です。 

トップフルバナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠無制限 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 トップページ 
表示形式 ローテーション 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ ヨコ７３６×タテ６７pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

グローバルナビエリア 

 

ほぼ全てのページで掲載されるグローバルナビエリアに 

表示するため幅広いリーチ効果が期待できます。 

ローカルバナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ２枠各無制限 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥20,000 
掲載場所 グローバルナビエリア 
表示形式 ローテーション 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ ヨコ２０８×タテ制限なしpix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

メガネ・レンズ・サングラス・展示会関連      
その他付随商品以外は、掲載不可となります。 

※メガネやサングラスに関わる商材であればご相談承ります。個別にお問い合わせください。 
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【眼鏡関連業界限定】 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

 

ほぼ全てのページで掲載されるグローバルナビエリアに 

注目情報としてアプローチできます。 

注目情報 ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ５枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥5,000 
掲載場所 グローバルナビエリア 
表示形式 固定 
掲載期間 ２週間 

サイズ １行全角１４文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

メガネ・レンズ・サングラス・展示会関連      
その他付随商品以外は、掲載不可となります。 

※メガネやサングラスに関わる商材であればご相談承ります。個別にお問い合わせください。 

グローバルナビエリア 
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【眼鏡関連業界限定】 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

 

ほぼ全てのページで掲載されるグローバルナビエリアに 

インフォメーションとして情報を掲載できます。 

インフォメーション ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ５枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥3,000 
掲載場所 グローバルナビエリア 
表示形式 固定 
掲載期間 ２週間 

サイズ １行全角１４文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

グローバルナビエリア 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

 

ＴＯＰページの「みるもＮＥＷＳ」のすべてに表示される 

バナータイプ。１枠のみで独占表示となります。 

ニュースページ下 ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 みるもＮＥＷＳ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

ニュースページ（ＴＯＰ） 
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サイズ ヨコ７３６×タテ６７pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

AD 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

 

ブランドページの「ニュースページ」のすべてに表示される 

バナータイプ。１枠のみで独占表示となります。 

ニュースページ下 ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 ブランドニュースページ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

ニュースページ（ブランドページ） 
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サイズ ヨコ７３６×タテ６７pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

AD 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

 

クーポンの地図横に表示されるバナー広告商品。印刷や 

画面メモなどの利用が多く想定されます。 

クーポン縦バナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 クーポンページ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ ヨコ１９２×タテ３４０pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF   GIFアニメ不可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

クーポンページ 

AD 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

レンズ説明ページ 

 

レンズについて興味のあるユーザーがまず目にする 

トップ位置に表示されるバナー広告商品です。 

レンズフルバナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠無制限 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 レンズ説明ページ 
表示形式 ローテーション 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ ヨコ７３６×タテ上限なしpix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF/Flash   GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

Flash      ２０ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

【眼鏡レンズ関連限定】 
メガネレンズ・サングラス・その他付随商品以外は、
掲載不可となります。 

※メガネやサングラスに関わる商材であればご相談承ります。個別にお問い合わせください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

レンズ説明ページ 

 

レンズについて興味のあるユーザーに対して、テキストで 

レンズに関する訴求を行うことができます。 

レンズＰＲテキスト ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ５枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥2,000 
掲載場所 レンズ説明ページ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 

【眼鏡レンズ関連限定】 
メガネレンズ・サングラス・その他付随商品以外は、
掲載不可となります。 

※メガネやサングラスに関わる商材であればご相談承ります。個別にお問い合わせください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

フレームブランド一覧ページ 

 

フレームブランドページへのブランドバナー表示により、 

ダイレクトにユーザーを自社ブランドページへ誘導できます。 

フレームブランドバナー ※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 １枠 
掲載開始日 毎月月曜日 
原稿本数 1本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 ブランド一覧ページ 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 【眼鏡関連ブランド限定】 

20 

サイズ ヨコ１６８×タテ８０pix 

原稿仕様 

形式 JPG/GIF  GIFアニメ可 

容量 
JPG/GIF  １５ＫＢ以内 

ＡＬＴテキスト 対応可 （全角20文字以内） 

リンク先 1箇所 

ADゾーン 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

店舗管理ページ 

 

店舗向けのお役立ち情報をテキストからアプローチでき 

ます。ｈｔｔｐｓ内でのリンク誘導も可能です。店舗スタッフが 

情報登録の際に必ず訪れるページです。 

店舗管理お役立ち情報 
※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ８枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 店舗管理画面 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

メーカー管理ページ 

 

メーカー向けのお役立ち情報をテキストからアプローチでき 

ます。ｈｔｔｐｓ内でのリンク誘導も可能です。 

店舗管理お役立ち情報 
※コンテンツレイアウトや広告レイアウトは変更になることがございます。 

コンテンツ紹介 

枠数 ８枠 
掲載開始日 毎週月曜日 
原稿本数 １本 

原稿差替 不可 

掲載料金 ￥10,000 
掲載場所 メーカー管理画面 
表示形式 固定 
掲載期間 １ヶ月 

サイズ １行全角４５文字 

原稿仕様 

形式 テキスト 

容量 
－ 

ＡＬＴテキスト － 

リンク先 １箇所 

【備考】 

※各メニューの料金、枠数、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 

※上記料金には消費税は含まれておりません。 

※バナー、その他広告製作につきましては、必要でしたら別途お見積もり致しますのでご相談ください。 
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株式会社ＦａｓＴ 

ｍｉｌｕｍｏ(みるも) メディアガイド 共通注意事項 
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

前提事項 

広告の表示環境について 

・ユーザーの環境（閲覧ブラウザ・セキュリティーソフトウェア・ファイヤーウォール設定など）によって広告が配信できない、もしくは正しく
掲載されない可能性があります。ご了承下さい。 

広告データの入稿について 

・入稿形式は各広告商品の規定の沿った形式でご用意ください。 

・入稿締切日は各広告商品の規定に定めた入稿期日を厳守してください。 

・詳しくは「注意事項」項目にてご確認ください。 

24 

ご契約について 

・基本的にご契約は３ヶ月以上からとさせて頂きます。（ただし特殊タイプ広告につきましては個々に定めることとします。） 

・ご契約満了日１ヶ月前に、ご契約延長の有無確認をさせて頂きます。 

・各広告枠が契約上限数に達した場合は、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。 



掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

みるも ＷＥＢサイト広告掲載基準 

広告掲載基準 

広告掲載の可否決定権は、ＷＥＢサイト運営会社である株式会社ＦａｓＴ（以下「当社」）が有しています。掲載を承認もしくは拒否した広告について、当社はその理由を説明する
義務を負いません。申し込み、掲載された広告の責任はすべて広告主が負うものとします。 

以下の内容の広告掲載はお断りしています 

※上記以外にも当社の個別判断で掲載をお断りさせていただく場合がありますので予めご了承ください。 

・責任の所在が不明確なもの。 
・国際条約・国内法規に違反もしくはその恐れのあるもの、および違反を助長もしくはその恐れのあるもの。 
・暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。 
・投機、射幸心を煽る内容・表現のもの。 
・非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの。 
・内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの。 
・銃火器・刀剣類・違法薬物の販売に関わるもの。 
・年齢制限の利用者制限表記義務違反をしているもの。 
・医療、医薬品、化粧品、健康食品などについては、薬事法の定めを遵守していないもの。 
・広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。 
・他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。 
・当社を中傷するもの及び当社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。また、「みるも」サイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。 
・当社および「みるも」が広告主または広告の内容と恰も関係があるかのごとく誤解を与えるもの。 
・「みるも」と競合する会社、サービスの広告。 
・過去に広告掲載でユーザーからクレームを招いたことがあるもの。 
・氏名、写真、雑話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。 
・虚偽または不正確な表示により、他よりも優良、有利であると誤認させる表示。 
・実際に販売する意志のないものをおとりとして広告するもの。 
・自己の優位を強調するため事実に反する適切でない比較をしたり、また他を中傷する表示。 
・その他内容、表現から当社が不適当と判断するもの。 

その他、以下の内容も考慮します。
・最大・最高等の表現 最大・最高その他これに類する表現を用いるときは、客観的な具体的事実に基づいたものに限り掲載を認める。また当社が必要とした場合はリンク先に

データ、出典、調査機関名を明示しなければならない。
・意見広告 組織実態が確実であり、然るべき社会的評価を受けている団体・複数の企業・有志連合等が広告主で、内容が妥当であると判断したものに限り掲載を

認める。
・比較広告 比較広告に関しては、主張する内容が第三者の調査等で客観的に実証されており、その実証された数値や事実が正確かつ適正に引用され、その比較

方法が公正であった場合、掲載を認める。
・懸賞及び景品類提供 懸賞及び景品類提供の広告は、内容等について景品表示法、独占禁止法、公正取引委員会告示を基に必ず事前審査を行い、掲載可否判断を行なう。
・クーポン付き広告 バナー等の広告からリンク先の特定のページをアウトプットしたものをクーポン券として扱う場合、クーポン券内に下記の表記をすること。

①有効期限②対象商品（または役務）③メーカーまたは実施店舗名④割引率または割引額、無料の場合はその旨⑤数量、重量、形等⑥その他、必要事項
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

注意事項 

本資料の有効期間 

・この資料は最新版の資料がリリースされるまで有効です。 

入稿締切日 

・広告原稿の入稿及び差し替えについては、広告掲載開始５営業日前の１８時とさせていただきます。なお、年末年始、大型連休などの期間は、事前に告知した上で入稿締切日を
繰り上げさせて頂く場合があります。 

掲載について 

・土日、祝日の差し替えは不可となります。 

競合調整 

・行なっておりません。 

広告表現の規制 

キャンセル規定 

・正式申し込み（仮押さえは含みません）後のキャンセルについては、

掲載開始日５営業日前～２営業日前で料金の５０％、掲載開始１営業日前以降で料金の１００％のキャンセル料金を申し受けます。

・広告主体者を明確にするため、バナー画像にロゴマークを使用するか、使用しない場合は画像もしくはテキスト部分に「提供：〇〇」など主体者を明記してください。
・ロゴマークは会社名、ブランド名、サービス名、商品名のいずれかにし、視認可能な大きさで、常時表示もしくはアニメーションの終了後の静止画面に表示してください。またブランド名、
　商品名などは商標登録された名称を使用してください。商標登録がない場合は必ず会社名なども明記してください。
・以下の表現を含んだ広告の掲載はお断りします。なお、これ以外にもユーザーからのクレームが懸念される場合は掲載をお断りすることや、広告表現の修正をお願いする場合がございます。

：ユーザーに不快感を抱かせる広告表現
１秒間に３回以上の高速点滅やアニメーションの単純ループ。コントラストの強い画面の反転表示
当社が判断したのマウスオーバー・マウスアウト・ポップアップに関連した表現やその他の操作概念の創出

：アラートマーク、機能しない検索窓などのギミック表現
：「みるも」コンテンツと混同する可能性のある広告表現
：フェイスマーク（顔文字）や絵文字であると認定される広告表現
：機種依存文字を利用した表現

「＝・☆・★・□・■・◇・◆・△・▲」などの記号は原則的に使用可能
：誇大表現のおそれのある広告表現
：法律で禁止されている行為を連想させる広告表現
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掲載料適用期間：2020年7月～2020年9月 

株式会社ＦａｓＴ  Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ ＦａｓＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

お問合せ先 

お問合せはこちらまで 
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株式会社ＦａｓＴ 
営業部 

ＴＥＬ: 03-6404-6425  Email : info@fast-ltd.jp 


